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元気の花を咲かせよう！
～花椿ひまわりプロジェクト始動!!～～花椿ひまわりプロジェクト始動!!～

　今年も、お世話になっている皆様に、花椿で育てたひまわりをお届けする活動を始めました。
明るく輝くひまわりの花で、元気を届けたいと思っています！

エリアマネージャー　山本　隆司
　本年 4月より、渓明会の組織構成が一新されました。私は、南砺エリアマネージャーの
命を拝しました。新しいチャレンジの始まりです。職員とともにこれまで以上に安心・安定
した暮らしが送れるよう障害福祉サービスの提供に努めていく所存です。
　さて、緊急事態宣言を受け、花椿各事業所において一時休業状態となりました。皆様に

は多大なご迷惑とご心配をおかけしております。コロナウイルスとの戦いが急に始まり、十分な対応策を講ず
る準備もなく自粛生活となりました。今のところ終息の方向が垣間見えておりますが、第 2波・第 3波がある
との予見もあります。引き続き気を引き締めて対応に当たって参ります。
　WITHコロナを合言葉に、新しい生活様式を利用者様、保護者の皆様、地域の皆様とともに模索しながら、
明るい笑顔を忘れず、小さな幸せ探しをしていきたいと思っています。

塚原さおり
梅基　光子

南 砺 エ リ ア

ポットに土入れ、種まき きれいに並べます

水やりはおまかせ！ 早く芽が出ますように

4月１日付で人事異動がありました。
よろしくお願いします。

室　﨑　千　絵 花椿きらめき・あおぞら 渓明園からまつ・あすなろ
鏡　　　頼　史 花椿きらめき・あおぞら 渓明園からまつ・あすなろ
岡　本　恵　美 花椿きらめき 渓明園めるへん
越　村　栄　一 花椿あおぞら 渓明園あすなろ
坂　田　佳永子 花椿かがやき・ホーム柴田屋 本部室
宮　　　美智子 きっずるーむクローバー 花椿かがやき・ホーム柴田屋
大　野　賢　了 渓明園からまつ・あすなろ 花椿かがやき（いろは）
山　崎　智　子 渓明園からまつ・あすなろ 花椿きらめき・あおぞら
川　田　諭　子 渓明園めるへん・ホームやつわ 花椿きらめき・あおぞら
小　山　雄　次 渓明園めるへん・ホームやつわ 花椿あおぞら
北　清　結　唯 こごみ事業準備室 花椿きらめき
南　部　日奈子 障がい者サポートセンターきらり 花椿あおぞら
西　沢　真　宏 花椿きらめき 新規採用
境　　　桃　呼 花椿あおぞら 新規採用

花椿にわた菓子機が届きました！花椿にわた菓子機が届きました！
　5月27日小林哲郎さんより寄贈していただきました。
　早速28日に行われたBBQでわた菓子作り！
甘く美味しく、皆さん大喜びでした。
　ありがとうございました。

花椿　花椿保護者会
社会福祉法人
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人 事 異 動 の お 知 ら せ

　今年度のスキヤキ・ミーツザワールド
in花椿、花椿祭は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止させていた
だきます。
　来開所日も当面の間は
見送らせていただきます。
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保 護 者 会 通 信

　私達保護者にとり、子どもの将来への心配が尽きない以上に、自分の足元を見つめると、
健康面、経済面でも漠然とした不安感が募るばかりである。老後リスク、老後破産などキー
ワードが過剰に強調される度に、心配の種は尽きない。新型コロナウイルス蔓延に伴う三密
防止が求められる前の 2 月、福岡Uホールにて経済ジャーナリスト荻原博子さんの講演が開
催された。荻原さんは日頃から庶民の立場から、テレビやラジオ、著書、講演などで、年金
だけでも生活できる方法をアピールしてこられた。昨年は老後2000万円問題で、国民の多く
が怒りと諦めを覚えることとなった。
　荻原さんは先ず、高齢夫婦の家計収支の実態をよく把握し、支出を絞ることが大切だと話
された。また年金の内容をつぶさに理解する努力、地道に貯める工夫、節約の仕方などを丁
寧に解りやすく説明された。私が荻原さんに質問したのは、おおよそ国の借金が年間予算の
11倍位で、破産状態となっているが、どうなるのだろうかだった。荻原さんの解説は明快だ
った。「例えばの話ですが、本家であるセブン＆アイ・ホールディングスの借金を、業績好調
な分家のセブンイレブンに肩代わりさせたように、国の借金を金融機関などに肩代わりさせ
ている。倒産はしなくても、諸外国の覚えが大変悪くなってしまいます」私達は常にアンテ
ナを張って、困難な時代を生き抜いていきたい。

花椿保護者会　副会長   辻　信明花椿保護者会　副会長   辻　信明

この困難な時代を経済的に生き抜く方法を工夫するこの困難な時代を経済的に生き抜く方法を工夫する

　当分の間、保護者会としての行事などの自粛が求められており、
活動ができませんので、ご理解下さい
　当分の間、保護者会としての行事などの自粛が求められており、
活動ができませんので、ご理解下さい

本部長
　室長
　　事務局長
　　オフィスリーダー

小矢部エリア
　エリアマネージャー
　　　渓明園からまつ／あすなろ　　　　　オフィスリーダー
　　　渓明園めるへん／ホームやつわ　　　オフィスリーダー
　　　ホームこごみ／きっずるーむこごみ　オフィスリーダー

砺波エリア
　エリアマネージャー
　　　障がい者サポートセンターきらり　　オフィスリーダー
　　　きっずるーむクローバー　　　　　　オフィスリーダー
　　　砺波圏域基幹相談支援センター

　エリアマネージャー
　　　花椿きらめき／あおぞら　　　オフィスリーダー
　　　花椿かがやき／ホーム柴田屋　オフィスリーダー

オフィスリーダー　室﨑　千絵
　４月より、障害者支援施設花椿に異動してきました。３月までは小矢部市にあります障害
者支援施設渓明園で20年余り勤務していました。
　緑の多い田園風景は新鮮で、これまでとはまた違う風景に癒されています。
　先日、晴れた日に、向日葵の種を皆様と一緒に植えました。夏にはたくさんの向日葵が花
椿で見られることを楽しみにしております。
　これまでの経験を活かしつつ、初心にかえり気持ちを新たに、たくさんのことを学ばせ

ていただきたいと思っております。花椿で大切にされてきたことを引き継いでいくとともに、皆様にとって大
好きな場所であり、笑顔があふれる花椿でありたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

花 椿 き ら め き あ お ぞ ら

オフィスリーダー　坂田 佳永子
　４月より花椿かがやき／ホーム柴田屋に異動となりました。以前保育園に数年間勤務の
後、渓明会に入職後は15年間本部室の事務職員として勤めてまいりましたが、花椿には総
務課在りし時代からおりましたので、利用者の皆様にお会いできたことに懐かしさを感じ
ています。
　かがやきは初めての事業所ですが、心温まる雰囲気に日々元気をいただいています。今
後も皆様に安心・安全にご利用いただけるよう“明日も来たくなる場所”ホームにおいては

“ほっと息をつける場所”を目指していきたいと考えております。
　地元に根付いた開かれた事業所として地域福祉にも貢献できるよう、スタッフ一丸となって取り組んでまい
りますので、ご支援・ご協力の程、宜しくお願い致します。

か が や き ホ ー ム 柴 田 屋

職 員 紹 介

渓明会体制

南 砺 エ リ ア
経営委員会
理事長・常務理事
エリアマネージャー
事務局長

常 務 理 事

理 事 長

理 事 会

評 議 員 会

オフィス
リーダー会議
オフィスリーダー

アドバイザー

評議員
選任解任委員会

運営委員会
経営委員会
オフィスリーダー

新型コロナウイルス対策

　検温の回数を増やし、体調の変化に
いち早く気付けるようにしています。

～日々取り組み～

毎日の検温、手洗い毎日の検温、手洗い

施設内の消毒施設内の消毒

日々の体調管理

通所（きらめき）
消毒の様子 玄関、事務所

　施設内の消毒を行っています。手すりやドアノブ
など人の手が触れる場所は重点的に消毒を行ってい
ます。

「３密」をつくらないように「３密」をつくらないように
　食事の際は、正面に向き合って座ら
ないようにしています。 昼食の様子
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　4月1日より、砺波市にあります就労移行支援事業所　花椿かがやき（いろは）
は事業を休止しております。これに伴って、就労定着支援事業は、南砺市の花椿

かがやきにて行うこととなりました。
　一般就労をされている障がいのある方が、働き
やすくなるようサポート役を務めてまいりますの
で、引き続きよろしくお願いいたします。

就労定着支援事業所

花椿かがやき花椿かがやき
（いろは）（いろは）

多機能型事業所
（就労継続支援B型、生活介護、居宅介護等）

花椿かがやき花椿かがやき

共同生活援助事業所

ホーム柴田屋ホーム柴田屋

　今年度のかがやきは、地域に愛される事業所を目指しています。
　その一環として、生活介護では、社会貢献できればと 3月から「まごころマスク」
を手作りで作っています。利用者様、職員がワンチームとなり、好評です。秋に向け
てのマスクの柄もありますよ。１つ300円で販売中。

　かがやきでは、手の消毒、マスクはもちろんのこと、他の対策もしています。
　●利用者様が昼食を食べているときは隣の方と一定間隔を保ち、横並びマナー 
　　の徹底。
　●事務作業で密になりやすい職員室にビニールシート吊り下げて仕切りを手作り。
　●マスク着用しながら心は笑顔で過ごす。毎朝、軽体操で体力をつける。

　4月20日～5月31日までの休業中、利用者様と活動できるように以下のことに取り組んでいました。

障害者支援施設

花椿あおぞら花椿あおぞら

障害者支援施設

花椿きらめき花椿きらめき 　ゴールデンウイーク後のとある日、快晴の天気だったので運動と気分
転換を目的に、いつも空き缶回収に行っている蛇喰公民館までの慣れた
道のりを散歩に行ってきました。田んぼに水が入り、道沿いには菜の花
が咲き、春の景色や風を感じることができて楽しい散歩になりました。
　新型コロナウイルスの感染防止のため、花椿では帰省や面会の中止、
作業所での活動も中止しており、依然と比べて活動量が減っています。今
後も適宜、体を動かす機会を持っていただき、体力の維持向上に努めて
いきます。以前と同じような日常生活を送れる
日々が一日でも早く来てほしいですね。

　あおぞら加工班では、花椿の正面玄関で無人販売を始めました。
　農業班が収穫した「丹波の黒豆」をメインに、農業班が収穫した大根
を、加工班で乾燥加工した「切り干し大根」、きらめきとあおぞらが合作
した「ポチ袋」、職員が心を込めて作った「布マスク」など、品ぞろえを増
やしています。
　そのほか、色とりどりの「ジャム」、「食べるラー油」、
「ふきのとう味噌」などのビン詰め商品も好評でした。
　もちろん、定番商品の「大根のビール漬」も販売していきたいと考えて
います。みなさん花椿にお立ち寄りの際はぜひお買い求め下さい。

あおぞらテイクアウトはじめましたあおぞらテイクアウトはじめました

新型コロナウイルスに負けずにがんばっています！新型コロナウイルスに負けずにがんばっています！ みんなで新型コロナウイルス予防対策中みんなで新型コロナウイルス予防対策中

　ホーム柴田屋のSTAY　ＨＯＭＥの様子です。
　これまでに経験したことがない事態に戸惑いながら、4月20日
からＳＴＡＹ ＨＯＭＥが始まりました。
　ホームには普段はかがやきで行っている作業を持ち込みました。

机を衝立で仕切り、マスク着用。ウイルス対策はばっちりです。 昼食作りも自分たちで！！ 完成！！ベリーGOOD！！

絶賛着用中！

布マスク あおぞら無人販売

～ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ ～

最高の散歩日和です。

みなさまが、元気よくかがやきに通所できるよう、
スタッフは予防対策をしてお待ちしております！

　私の趣味は音
楽を聴いたり、
読書をしたりす
ることです。最
近は家にいる時
間も多いため、
いろいろな本を

読んでいます。特にミステリー小
説が好きです。
　大学生のころからアルバイト
で花椿に来ていましたが、これか
らは職員としての責任感をもち、
利用者様の思いに寄り添う支援
を心掛けて、頑張っていきたいで
す。分からないことがまだまだあ
りますが、少しずつ慣れていきた
いと思っています。これからよろ
しくお願いします。

境　　桃呼
さかい　　　　 もも   こ

テイクアウト

しませんか？

　幼い頃、母親
の実家（お寺）に
遊びに行くと、
障害を持った
方々がお寺の手
伝いに来ておら
れました。週末

遊ぶのが楽しみとなり、幼心に障
害者の方々と何らかの形で関わ
りたいと思うようになりました。
大学卒業後は一般企業に勤めま
したが、幼き思い出が忘れられ
ず、障害者施設で働きたい気持
ちが強くなり、今年度より渓明会
に入職することとなりました。
　これから、先輩職員の方から技
能を学び吸収し、精一杯頑張って
いきたいと思います。
　よろしくお願いします。

西沢　真宏
にし ざわ       まさ  ひろ

空き缶よろしく
お願いします！

花  壇野菜苗 ●正面玄関花壇づくり、プランターにかわいい花、
　野菜の苗を育てています。
●生活介護・就Bの環境整備

「マスク柄がかわいい。子供マスクは

孫にあげようと思っています。」

「マスクひもを自分で調節

　できるところもよい。」お客様の声
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　4月1日より、砺波市にあります就労移行支援事業所　花椿かがやき（いろは）
は事業を休止しております。これに伴って、就労定着支援事業は、南砺市の花椿
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で、引き続きよろしくお願いいたします。
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花椿かがやき花椿かがやき
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（就労継続支援B型、生活介護、居宅介護等）

花椿かがやき花椿かがやき
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ホーム柴田屋ホーム柴田屋
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　農業班が収穫した「丹波の黒豆」をメインに、農業班が収穫した大根
を、加工班で乾燥加工した「切り干し大根」、きらめきとあおぞらが合作
した「ポチ袋」、職員が心を込めて作った「布マスク」など、品ぞろえを増
やしています。
　そのほか、色とりどりの「ジャム」、「食べるラー油」、
「ふきのとう味噌」などのビン詰め商品も好評でした。
　もちろん、定番商品の「大根のビール漬」も販売していきたいと考えて
います。みなさん花椿にお立ち寄りの際はぜひお買い求め下さい。

あおぞらテイクアウトはじめましたあおぞらテイクアウトはじめました

新型コロナウイルスに負けずにがんばっています！新型コロナウイルスに負けずにがんばっています！ みんなで新型コロナウイルス予防対策中みんなで新型コロナウイルス予防対策中

　ホーム柴田屋のSTAY　ＨＯＭＥの様子です。
　これまでに経験したことがない事態に戸惑いながら、4月20日
からＳＴＡＹ ＨＯＭＥが始まりました。
　ホームには普段はかがやきで行っている作業を持ち込みました。

机を衝立で仕切り、マスク着用。ウイルス対策はばっちりです。 昼食作りも自分たちで！！ 完成！！ベリーGOOD！！

絶賛着用中！

布マスク あおぞら無人販売

～ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ ～

最高の散歩日和です。

みなさまが、元気よくかがやきに通所できるよう、
スタッフは予防対策をしてお待ちしております！

　私の趣味は音
楽を聴いたり、
読書をしたりす
ることです。最
近は家にいる時
間も多いため、
いろいろな本を

読んでいます。特にミステリー小
説が好きです。
　大学生のころからアルバイト
で花椿に来ていましたが、これか
らは職員としての責任感をもち、
利用者様の思いに寄り添う支援
を心掛けて、頑張っていきたいで
す。分からないことがまだまだあ
りますが、少しずつ慣れていきた
いと思っています。これからよろ
しくお願いします。

境　　桃呼
さかい　　　　 もも   こ

テイクアウト

しませんか？

　幼い頃、母親
の実家（お寺）に
遊びに行くと、
障害を持った
方々がお寺の手
伝いに来ておら
れました。週末

遊ぶのが楽しみとなり、幼心に障
害者の方々と何らかの形で関わ
りたいと思うようになりました。
大学卒業後は一般企業に勤めま
したが、幼き思い出が忘れられ
ず、障害者施設で働きたい気持
ちが強くなり、今年度より渓明会
に入職することとなりました。
　これから、先輩職員の方から技
能を学び吸収し、精一杯頑張って
いきたいと思います。
　よろしくお願いします。

西沢　真宏
にし ざわ       まさ  ひろ

空き缶よろしく
お願いします！

花  壇野菜苗 ●正面玄関花壇づくり、プランターにかわいい花、
　野菜の苗を育てています。
●生活介護・就Bの環境整備

「マスク柄がかわいい。子供マスクは

孫にあげようと思っています。」

「マスクひもを自分で調節

　できるところもよい。」お客様の声
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ホームページ 随時更新いたしますので
ぜひご覧になって下さい。検 索渓明会 で

〒939-1874 富山県南砺市蛇喰1302
TEL（0763）64-8880　FAX（0763）64-8881

障害者支援施設

花椿きらめき
障害者支援施設

花椿あおぞら
〒939-1533 富山県南砺市八塚580-1
TEL（0763）22-2252　FAX（0763）22-2205

多機能型事業所

花椿かがやき
就労定着支援事業所

花椿かがやき（いろは）

http://www.keimeikai.jp/

社会福祉法人

渓明会

ボランティアありがとうございました

善意を寄せてくださった方々

（令和2年2月～6月）順不同・敬称略

勝星産業㈱
塚田　久俊
小倉　直子
藤田　康子

小林　哲郎
花椿保護者会
匿名

南砺市井口赤十字奉仕団
井口地区の有志の会

元気の花を咲かせよう！
～花椿ひまわりプロジェクト始動!!～～花椿ひまわりプロジェクト始動!!～

　今年も、お世話になっている皆様に、花椿で育てたひまわりをお届けする活動を始めました。
明るく輝くひまわりの花で、元気を届けたいと思っています！

エリアマネージャー　山本　隆司
　本年 4月より、渓明会の組織構成が一新されました。私は、南砺エリアマネージャーの
命を拝しました。新しいチャレンジの始まりです。職員とともにこれまで以上に安心・安定
した暮らしが送れるよう障害福祉サービスの提供に努めていく所存です。
　さて、緊急事態宣言を受け、花椿各事業所において一時休業状態となりました。皆様に

は多大なご迷惑とご心配をおかけしております。コロナウイルスとの戦いが急に始まり、十分な対応策を講ず
る準備もなく自粛生活となりました。今のところ終息の方向が垣間見えておりますが、第 2波・第 3波がある
との予見もあります。引き続き気を引き締めて対応に当たって参ります。
　WITHコロナを合言葉に、新しい生活様式を利用者様、保護者の皆様、地域の皆様とともに模索しながら、
明るい笑顔を忘れず、小さな幸せ探しをしていきたいと思っています。

塚原さおり
梅基　光子

南 砺 エ リ ア

ポットに土入れ、種まき きれいに並べます

水やりはおまかせ！ 早く芽が出ますように

4月１日付で人事異動がありました。
よろしくお願いします。

室　﨑　千　絵 花椿きらめき・あおぞら 渓明園からまつ・あすなろ
鏡　　　頼　史 花椿きらめき・あおぞら 渓明園からまつ・あすなろ
岡　本　恵　美 花椿きらめき 渓明園めるへん
越　村　栄　一 花椿あおぞら 渓明園あすなろ
坂　田　佳永子 花椿かがやき・ホーム柴田屋 本部室
宮　　　美智子 きっずるーむクローバー 花椿かがやき・ホーム柴田屋
大　野　賢　了 渓明園からまつ・あすなろ 花椿かがやき（いろは）
山　崎　智　子 渓明園からまつ・あすなろ 花椿きらめき・あおぞら
川　田　諭　子 渓明園めるへん・ホームやつわ 花椿きらめき・あおぞら
小　山　雄　次 渓明園めるへん・ホームやつわ 花椿あおぞら
北　清　結　唯 こごみ事業準備室 花椿きらめき
南　部　日奈子 障がい者サポートセンターきらり 花椿あおぞら
西　沢　真　宏 花椿きらめき 新規採用
境　　　桃　呼 花椿あおぞら 新規採用

花椿にわた菓子機が届きました！花椿にわた菓子機が届きました！
　5月27日小林哲郎さんより寄贈していただきました。
　早速28日に行われたBBQでわた菓子作り！
甘く美味しく、皆さん大喜びでした。
　ありがとうございました。

花椿　花椿保護者会
社会福祉法人

渓明会 〒939-1874　富山県南砺市蛇喰1302
TEL（0763）64-8880　FAX（0763）64-8881
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職　員　名 新　事　業　所 旧　事　業　所

人 事 異 動 の お 知 ら せ

　今年度のスキヤキ・ミーツザワールド
in花椿、花椿祭は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止させていた
だきます。
　来開所日も当面の間は
見送らせていただきます。
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